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第４回八幡市行財政改革検討懇談会会議録＜要点＞ 
 

▽日 時 平成 26年 8月 5日（火）午後 2時～3時 50分 

▽場 所 市役所分庁舎２階会議室Ａ 

▽傍聴者  １人 

 

１．開会 

２．市長あいさつ 

３．協議・報告事項 

○財政状況について 

＜事務局＞ 

   24年度と 25年度を比較して、経常収支比率に占める人件費が 2.2ポイント減少した要因 

は、国の要請による給与特例減額措置と職員の若返りによるもの。物件費の増加した要因は、 

定員管理の関係からアルバイト職員で対応をしたためである。扶助費の減については、生活 

保護費が横ばいとなったことが要因となるが、保護率自体が下がっているものではなく、24年 

度の医療扶助が多かったことにより減となっている。地方債現在高については、臨時財政対 

策債や退職手当債の発行により増加をしている。また、本市の退職者数のピークは平成 30年 

度であるが、退職手当債の発行が平成 27年度までとなっているため、残りの３年間は退職手 

当基金により対応をしなければならない。 

  ＜委員＞ 

24年度の医療扶助の増加は、一過性で増えたものか。 

  ＜事務局＞ 

医療扶助については、終末期医療等の高額医療の有無で大きく変わるため、年度毎で変

わってくる。保護率自体が下がってないことが問題である。 

  ＜委員＞ 

     財政調整基金の積立額についての目標はあるのか。 

  ＜事務局＞ 

     以前は、標準財政規模の10％程度が好ましいと考えていたが、現在は20億円程度を維持 

したいと考えている。今後、庁舎の耐震、老朽改修等もでてくるが、公共施設等整備基金が 

19億円程度しかなく、一般財政調整基金を取り崩しても財政的に厳しいので、一般財政調 

整基金を維持しつつ、他の基金も積み立てていかなければならないと考えている。 

  ＜委員＞ 

     庁舎建て替え基金はあるのか。 

  ＜事務局＞ 

     ない。公共施設整備基金がある。 

  ＜委員＞ 

     特定目的基金には、どんなものがあるのか。 
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  ＜事務局＞ 

       主に使える基金には、職員退職手当基金、福祉基金、文化振興基金、スポーツ振興基 

金、みどりの基金、ふれあい基金、公共施設等整備基金、ボートピアの環境整備協力金を積 

み立てている地域活性化基金、国民健康保険広域化準備基金、市民協働防災対策基金な 

どがある。 

     基金の積み立てができてきて、経常収支比率も改善してきてはいるが、今後は庁舎の建て 

替えや公共・公用施設のあり方など課題が多く、必要経費も増えてくる。加えて、これからの 

人口減少時代において、個人市民税の減少が予測されるが、個人市民税が歳入の根幹を 

なす当市では、大きな打撃を受ける。歳入が減少すれば、通常は地方交付税で補てんされ 

るが、地方交付税を臨時財政対策債で賄っている部分もあり、今後は地方交付税について 

も減るのではないかと考えている。 

  ＜委員＞ 

標準財政規模における、税収の動向は。 

  ＜事務局＞ 

     個人市民税の所得割は減少してきている。標準財政規模が増加しているが、たばこ税の 

増加が大きな要因である。ただし、たばこ税については、たばこ業者の仕入れ等に大きく左右 

されてしまう。市内には大きな企業がなく、復興需要の影響も一段落した。 

  ＜委員＞ 

     財政状況については改善してきてはいるが、不確定な要素が多い。今後高齢化により、税 

収が伸びない上に、稼働年齢層の所得も減っている。アルバイトや派遣労働者が増えてい 

る。 

  

 

○25年度懇談会評価指摘事項及び改善（取組）内容について 

＜事務局＞ 

   自治組織への加入促進及び未組織地域の組織化については、平成 26年度からＵＲ男山 

団地の案内所に自治会加入申込書を置かせてもらっている。また、未組織地域についても、 

組織化に向けた自治会ハンドブックの作成を進めている。しかし、現在は加入率の低下を止 

めるのが精一杯の状況である。 

＜委員＞ 

     自治会に入らなくても、ごみの収集はしてもらえるし、広報紙も配布してもらえる。加入して 

いなくて困る事がないことが原因だと思う。今まで加入していた高齢者も、役員が回ってきそう 

になると自治会をやめたり、若い世代には、会議に出席しない人や、役員をしないでよいなら 

会費だけは払うという人もいる。 

＜事務局＞ 

     災害対策の時の支援などは、自治会が基本となってくる。公が助けに行くには、時間がか 

かる。自治会によっては、高齢者には役員を回さないようにしている自治会もある。 

＜委員＞ 

     多世代同居の家庭でも、自治会の役員は、祖父、祖母世代が引き受けている。次世代を 
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作るのであれば、こどもの世代が役員を引き受けるべきである。 

  ＜委員＞ 

     若い世代では、入る事によるメリットがない。そこが一番問題である。災害時においても助 

ける側に回ることになる。入る事のメリットを考えられると、加入してもらうことは難しい。 

  ＜委員＞ 

     全国的な問題である。夏祭りなどの地域行事には若い人も参加するが、自治会の加入に 

は繋がっていない。若い人が班長の引き受けを渋っていたが、１年間やってみるといい経験に 

なったと言っていた。一度やってもらう事が大事である。 

  ＜委員＞ 

     自治会での活動について、何をやっているかを蓄積して継承していくことが大事になる。 

＜事務局＞ 

     自治組織が成熟している地域は、空き家対策でも協力的である。これから増える空き家の

対策を行うにしても、自治組織の協力が必要になってくる。 

＜委員＞ 

     自治会の事務について、独自のマニュアルを作っているが、高齢者が多く、役員を変わっ 

てもらえる若い人がいない。自治会活動をしていると、いろいろ人との交流もでき、人間関係 

も築くことができる。一度役員をやってもらえば、そんなに難しいことではないことも分かって 

もらえる。 

  ＜委員＞ 

     やはり災害の時が、自治会の大切さが一番わかる。 

  ＜委員＞ 

     若い人は、自分で何とかできると考えていると思うが、地道に活動をしていかなければなら 

ない。職員が率先して行えばよい。 

  ＜委員＞ 

     八幡市に住んでいる職員で、地域活動に参加している職員はどのくらいいるのか。 

＜事務局＞ 

職員の地域活動の参加については、当初５割、６割程度であった。現在は、目標値を達成 

できていないが、職員の意識が変わってきたと感じている。まちかどゴミゼロなど市全体で取 

り組む事業については、部課長会議での報告や課内会議での報告も行われている。地域活 

動に参加をしている職員については、多くの取り組みに参加をしている。 

  ＜事務局＞ 

     公共施設については、公共施設管理計画を策定すれば、除却に係る経費についても地方 

債が活用できるようになったので、計画の策定を進めていきたい。保育園と幼稚園の統合や、 

旧八幡第四小学校、旧八幡第五小学校の空き教室、庁舎の改修が課題である。八幡市で 

は、待機児童はなく、認定こども園化を進めていくと、保育園と幼稚園の統廃合を進めていか

なければならない。 

  ＜委員＞ 

     高齢者や子どもの数はすぐに出るのか。婚活事業はどうなのか。 
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  ＜事務局＞ 

     先日、農業委員会で婚活畑という事業を行った。21 組の応募があり、9 組がまとまった。そ

の前に商工会でも婚活事業を実施したが、そこでも多くまとまったと聞いている。あまり参加者

はいないのかと思っていたが、結構な参加者がいた。 

  ＜事務局＞ 

     22 年国勢調査人口では、総人口が７万 4,227 人、14 歳までが約１万人、稼働年齢人口と

いわれる 15歳から 64歳までの人口が約４万８千人、65歳以上が約１万６千人となっている。こ

の時点での 2015年の人口推計は、14歳までが約９千 700人、15歳から 64歳までが約４万４

千人、65 歳以上が約２万人となっており、以降、少しずつ 14 歳未満が減り、65 歳以上が増え

る試算となっている。 

  ＜委員＞ 

その推計は、公共施設の活用計画にかかわってくる。また、くすのき保育園を民営化した 

時、保育士は事務職になったのか。それとも民間に行ったのか。 

  ＜事務局＞ 

     当時の保育士は、他の保育園に配置替えをした。民間に行ったり、事務職になったり、退

職になった者はいない。市制施行時に大量に職員を採用しており、当時に多くの退職者がい

たため、配置替えで対応できた。 

  ＜委員＞ 

     保育園には、アルバイト職員が多い。担任を持つ職員がアルバイトではいけないと思う。 

  ＜委員＞ 

     専門職がアルバイトでいいのかという疑問がある。 

  ＜事務局＞ 

     599人の定員の中では、担任を全員正職員化するには、一般職員をかなり削減しなければ

ならなくなるので、厳しい。 

  ＜委員＞ 

     これから子どもを育てていかなければならない中、子どもにとって家族以外の初の出会い 

であり影響の大きい担任を正職員化するのが大事だと思う。 

  ＜事務局＞ 

     過去には、正職員を採用できない時代はあったが、ここ２、３年では、継続性の観点から 

も、保育士・幼稚園教諭の正職員を採用してきている。平成 30年までは、大量に退職をして 

いく。また、高齢者の増加による事務量の増大に対応をするためには高齢介護課などの事 

務職員が必要になってきている。 

  ＜委員＞ 

     高齢者は、コミュニティ政策として地域で見てもらえばよい。 

  ＜委員＞ 

     定員管理の中で、アルバイト職員も含め、正職員とのバランスを勘案した配置計画を策定 

していかなければならない。専門職をどのように維持するかを考えないといけない。民間に委 

託するのも良いが、市役所の中でも専門職を必要となるポイント毎に配置しなければならな 

い。 
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  ＜委員＞ 

     地域包括支援センターを３つに増やして民営化をした時に、それまで従事していた社会福 

祉士等はどうしたのか。 

  ＜事務局＞ 

     市役所にも相談窓口を残している。また、保健師は健康推進課等に配置替えを行った。嘱 

託の保健師等はなかなか募集してもこない。 

＜事務局＞  

賃金の面からも他市に行かれる方が多い。保健師など一部の専門職については、集まり 

にくいという実状もあるが、その他については、嘱託員の給料表がある等、他市よりも雇用条 

件は整っている。専門職については、他市では賃金を引き上げて人材を確保している場合も 

あり、雇用の難しい職種については、ここ２、３年は賃金の加算をしているケースもある。 

  ＜委員＞ 

     高齢介護課の職員は嘱託員が多く、異動も多い。４月になれば、また一からの関係となる。 

  ＜委員＞ 

     専門職の雇用については、介護保険事業計画や子ども・子育て支援事業計画の中で、ど 

の程度採用をするかも含めて計画していかないといけない。 

  ＜委員＞ 

     保健福祉については、さまざまな計画があり、計画の中で専門職の雇用について位置づ 

けることが難しいのではないか。また、専門職は配置替えが難しく、使用者側からすると採用 

しづらい。人口構成が高齢化しているなかでも、子どもの育成について、予算の全体額が少 

なくても、八幡市として充実させていることを打ち出していければいいと思う。 

  ＜事務局＞ 

     堀口市長は、男山スタディサポート事業をはじめ、教育・子どもに力を入れ、重点的な予算 

配分をしている。 

  ＜委員＞ 

     積極的なＰＲが必要である。専門職の採用については、賃金面だけではなく研修などを充 

実させ、キャリアアップをしていくことができるという面も必要となる。また北摂のある市では、 

子育て中などで常時勤務ができない人を集めて組織化し、業務に協力をしてもらっている。 
 

○第５次行財政改革実施計画 の改定について 

  ＜委員＞ 

     人件費、給与や未収金については、努力をして効果が上がっていると感じた。組織運営の

中で、人と財政が大きなウェートを占めている。中期財政計画については、財政運営上必要な

ものなので、平成 26 年度中の策定に向け取り組まれたい。また、人事評価については、一般

職への運用に至らないが、一般職まで適用をする必要がないと判断するのであれば、その理

由を説明して計画から削除をしてはどうか。市民からみても、これからどうなるのかと疑問をも

つ。外部委託の見直し、施設運営経費の見直しや行政事務経費の見直しについては、取組

内容に「見直し検討」と記載されている。これらは全庁的な取組で、特に行政事務経費の見直

しについては、小さな取組を重ねられていると思うが、見直し検討で終わっているのかという印
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象をあたえてしまう。記載方法を改善する必要があるのではないか。組織編成については、平

成 23年度が組織改正実施、平成 24年度、平成 25年度については、組織改正決定となって

いるが、機構改革の案が決定したのか、何が決定したかが分かりにくい。この表で、説明がで

きないのであれば、注釈をいれるべきだと思う。 

  ＜事務局＞ 

     実施計画は、行財政検討審議会の答申をベースに事務局が、各部署で取り組める事業案 

を担当課に提示して計画を策定した。人事評価については、計画当初時は一般職まで拡大 

することとしていたが、当面は監督職のみという事で終了している。今後は、国から人事評価 

を義務付けるという方針が示されていることからも、次の計画を策定するときに検討する必要 

がある。なお計画は、状況の変化に合わせて、途中で変える考え方もあるが、変えないという 

方針とした。表記の方法については、注釈をいれることも含めて検討していきたい。 

  ＜委員＞ 

     わたりの是正や技能労務職給料表の設定については、よくやったと思う。また、未収金対策 

についても良く徴収ができていると思うが、支払可能な人への取組を行ったのか。 

  ＜事務局＞ 

     財産調査を実施して、差押え等も含め徴収を強化した。税関係や銀行でお勤めになられた

方を採用して、効果を上げている。ただし、不納欠損も多い。 

  ＜委員＞ 

     税の徴収は、京都府でやっているのか。京都府で徴収することによって効果はあがってい

るのか。 

  ＜事務局＞ 

     京都地方税機構で徴収を行っており、市で徴収していた時より少し良くなっている。 

  ＜委員＞ 

     税を滞納している人は、国民健康保険も滞納をしているのではないか。情報の連携は、ど

こで行っているのか。 

  ＜事務局＞ 

     未収金対策推進本部で行っている。京都地方税機構との連携については、税だけを委託

しているところと、国保も委託をしているところもある。本市は税だけを委託しているので、連携

をしているとは言えないが、未収金対策推進本部の中では情報共有を行っている。その他の

債権との連携対策については、野洲市の事例を二役には報告している。 

  ＜委員＞ 

     多重債務者への対策はどのようにしているのか。滞納がたまっている人は、家計から立て

直さなければならない。家計を立て直す支援は生活困窮者支援に含まれていると思うが、何

か考えているのか。 

  ＜委員＞ 

     どこの課が担当するかという問題が出てくる。 

  ＜事務局＞ 

     まずは、それぞれの課で、支払可能な世帯なのかどうかを区別していかなければならない。

払える人にはきっちり徴収しないといけないが、払えない人には払えるようになる対策をとらな
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いといけない。生活困窮者自立支援の取組については、任意事業をどこまでやるかが課題で

ある。 

  ＜委員＞ 

     生活保護のケースワーク業務も変わるはずである。収入があるかを判定するだけではなく、

どうすれば収入があがるのか、どのようにして債務を減らすのかも考えていかなければならなく

なる。ケースワーカーは何人いるのか。 

  ＜事務局＞ 

     確認しておく。昔は、5人で行っていた。当時から比べると、生活保護の対象者が、３倍に 

なっている。 ⇒平成 26年４月１日現在の保護課の正職員 18人、うちケースワーカー14人 

  ＜委員＞ 

     新たな自立支援に係るケースワーカー分については、交付税措置はないだろう。 

  ＜委員＞ 

     生活困窮者自立支援センターの設置分に関しては、国庫負担金が入る。その裏には、交

付税が措置されるのではないか。 

  ＜委員＞ 

     かなり大きな事業となるので、片手間ではできない。 

  ＜事務局＞ 

     かなり大変な事業となる。法的には 27年度からとなっており、今はモデル事業のうち、必須 

事業に取り組んでおり、任意事業をどこまでするか検討中である。 

  ＜委員＞ 

奈良市と京都府内では京丹後市及び長岡京市がすでにモデル事業を実施している。 

  ＜事務局＞ 

     基本的には生活保護の事務となる。 

  ＜委員＞ 

     奈良市では、就労支援の観点からハローワークが実施をしている。任意事業には、家計相 

談事業もあるが、八幡市では生活情報センターで実施するのか。 

＜事務局＞ 

     生活情報センターでは、実施するのは困難だと考えている。 

  ＜委員＞ 

     野洲市では、消費生活専門相談員４人でそれぞれの部署と連携しながら支援を行ってい 

る。 

  ＜委員＞ 

     八幡市の生活情報センターでは、消費者からの相談・苦情対応が中心となっているため、 

対応できないと思う。 

  ＜事務局＞ 

     本市は、消費生活について進んだ取組を行っていると思っている。特殊詐欺等に重点的 

に対応をしており、それにプラスアルファとなると現状では対応できない。 

  ＜委員＞ 

     弁護士等の専門家が必要になる。 
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  ＜事務局＞ 

     福祉での多重債務者への対策としては生活情報センターの職員を紹介していたが、生活 

困窮者支援として看板を掲げて事業を行うのは、現時点では難しい。 

  ＜委員＞ 

     今後の検討課題である。どちらにせよ、生活困窮者自立支援センターは設置をしなければ 

ならないので、どういう方向で設置をするのかも含めて、問題意識を持ったケースワーカーに 

検討してもらってはどうだろうか。また、ケースワーカーは何年ぐらい在籍をするのか。 

  ＜事務局＞ 

     今は、専門職採用となっており、その枠の異動となるので福祉部または健康部内で動くこと 

になる。 

  ＜委員＞ 

     保健担当からケースワーカーになった時に、意識を切り替えられるのか。保健事業とケース

では考え方が全く違う。福祉職で採用をしているのであれば、活かした方が良い。自立支援セ

ンターの所管については、保護課で検討しているのか。 

  ＜事務局＞ 

福祉部内で検討をしている。現在、第二分庁舎として、旧社会福祉会館に福祉部門の一

部が移転する予定としている。 

 
 

４．閉会 


